平成28年度
【４月】

【５月】

行事予 定
【６月】

【７月】

1日 第44回開園記念日

2日 こどもの日・誕生会

1日 交通安全教室

1日～はだし保育開始・お茶会

4日 入園式 子ども会結成式

7日 赤十字登録式

3日 虫歯予防デー・英会話

2日 ベルマーク奉仕会(各月)

7日 スイミング（以降木曜日）

11日 年長児クッキング（年4回）

6～7日 弘前学院大看護実習

8日 避難訓練(以降毎月）
8日 幼年消防クラブ結成式

13日 母の日・誕生会
14.15日 ツーデーマーチ団結式

16日 父の日・誕生会

22日 ラジオ体操～31日まで

15日 弥生憩いの広場開場式

13日 年長児クッキング（年4回）

18日 大運動会

23日 金魚ねぷた制作・梅もぎ

18日 英会話（毎月）

20日 じゃがいも・缶田んぼ植え

22日 剣道（年4回 ）

24日 ちびっこねぷたパレード

20日 お茶会（年4回）

21日 親子遠足

28～30日 弘前第四中学校体験学習

25日 ねぷた囃子練習～31日まで

23日 内科検診・誕生会

24日 鼓笛指導

25日 歯科検診

31日 弘前学院大看護実習

9日 スイミング参観日

7日 七夕集会・誕生会
15.16日 合同合宿

30日 ラジオ体操表彰式

30日 身体測定（以降毎月）
【８月】
２日 弘前ねぷた合同運行

【９月】
9日 鼓笛指導(音研)県武道館

【１０月】

【１１月】

1日 鼓笛フェスティバル

2日 大根ほり

11日 誕生会

9日 鳥井の荘

11日 誕生会

6～9日 弘大医学部保健学科実習

12日 ジャガイモ堀り

12日 総合避難訓練

12日 浅虫水族館遠足

15日 七五三・誕生会

24日 剣道

13～14日 弘前学院大看護実習

21日 菊ともみじ祭り開場式

15～16日 弘前学院大看護実習

26日 不審者侵入訓練(1月有)

27～28日 弘前学院大看護実習
14日 十五夜クッキング・誕生会

24日 内科・歯科検診

25日 剣道

25日 さつま芋掘り

23日 清水交流センター祭り

【２月】

【３月】

15日 ケアセンター訪問
21日 清水地区敬老会
【１２月】
10日 作品展・バザー

【１月】
4日 御用始め・消防纏振り

3日 節分祭・誕生会

1日 研究保育

22日 クリスマス・誕生会

11日 鏡開き・誕生会(異年齢交流)

8日 遊戯会

3日 雛祭りお茶会・誕生会

27日 もちつき・クッキング

27日 不審者訓練

6日 小学校見学

4日 父母会役員会

28日 御用おさめ

27日 遊戯会総練習

10日 総合避難訓練

13日 お別れ会

16日 おめでとう大会

14日 お別れパーティー・クッキング

23日 スイミング参観

19日 卒園式

25日 音楽発表会・子供会活動発表

24日 新年度会議

27～28日 研究保育

25日 特養老人ホーム訪問(子供会)

【４月】
・開園記念日

理事長先生の誕生日と開園記念日を全園児で大きなケーキを囲んでお祝いする

・入園式

新入、進級、クラス紹介、新年度の希望、目標を話し合い、記念写真を写す

・スイミング（以降木曜日）

希望者参加で行う。全身運動、体力増進を目的に集中力も養う

・避難訓練(以降毎月）

月ごとの計画に従って毎月行う。反省を出し合い安全に速やかに避難出来る様に訓練する

・弥生憩いの広場開場式

弥生憩いの広場開場を、他園と一緒に鼓笛、お遊戯でお祝いする。

・誕生会

月に生まれた園児、職員を皆でお祝いする会を開く

・内科検診、歯科検診

嘱託医による全園児の健康診断と健康相談、歯科医師による１歳以上の歯の検診。虫歯の早期発見、治療を進める

・お茶会

礼儀作法、挨拶の仕方を園長先生から教えていただく

・英会話

アルファベットの歌や英単語を覚え、遊戯会で英語劇を披露する

・身体測定（以降隔月）

身長、体重の測定

【５月】
・こどもの日・誕生会

手作りのこいのぼり製作や五月人形の由来を聞く

・赤十字登録式

赤十字の父、アンリーデュナンに献花し、赤十字の一員になる誓いをする

・母の日集会

お母さんの似顔絵やプレゼントを製作し、感謝することを知る

・親子遠足

弥生憩いの広場へ親子で出かけ、動物との触れあいや自然に親しむ

・種植え、花壇作り

野菜や花の種を植え、観察する

・剣道

日本古来の武道に親しみ、集中力と精神を鍛錬する。指導は園長先生と年長担任

・ミニ田んぼ作り

発泡スチロールに土を入れ、稲の苗を植える。水やり、観察をしていく

・鼓笛指導

全国幼児教育連盟講師による鼓笛指導。基本動作、フォーメーションを学ぶ

・クッキング

アップルパイ作りを楽しむ

【６月】
・虫歯予防デー

虫歯のない５歳児を表彰する。虫歯はどうして出来るのか、予防はどうしたらいいのかを知り、歯の磨き方を練習する

・交通安全教室

弘前市交通安全対策室主催の交通指導。交通広場に出かけ、信号の見方、横断歩道の渡り方を学ぶ

・時の記念日

時計製作をする。時間がなぜ必要なのか、時計の役割を知る

・大運動会

かけっこ、お遊戯、障害物、親子競争、父母競争、三世代リレーなど家族みんなで楽しむ

・スイミング参観日

ヤクルトスイミング主催の参観日。日頃の指導の様子や成果を見る

・父の日・誕生会

お父さんの似顔絵やプレゼントを製作。父親の役割を知る

【７月】
・はだし保育～３１日まで

足の裏から健康づくり。午睡前に足洗いをする

・七夕集会 誕生会

笹竹に飾りを作り短冊に願いを書いてお願いする。星の話や七夕の由来を聞く

・ホシ組・子供会合同合宿

親から離れ一人でねることで自信と自立を育てること、共同生活で規律正しい生活をするを目的に行う

・お茶会
・金魚ねぷた作り

ねぷた祭りに参加するためのねぷた作り

・ねぷた囃子練習開始

子供会と職員の囃子の練習

・ラジオ体操開始 ～３１日

町内のラジオ体操に参加する

・サマーフェスティバル

ねぷた祭りのオープニング「ちびっこねぷた」に扇ねぷたとうちわねぷたで参加する

【8月】
・弘前ねぷた合同運行

小沢ねぷた保存会の方々と一緒に夜間合同運行に参加する。

・ジャガイモ堀り

４月に植えたジャガイモを収穫する

・清水地区敬老大会

地区の敬老会。鼓笛でお祝いする

【９月】
・総合避難訓練

実際に消防署へ通報する。消火器や消火栓を使った訓練をする

・希望が丘ホーム訪問

老人ホーム訪問。劇や鼓笛をする

・弘前大学医学部保健学科

看護師を目指す学生が健康な子供と触れ合いを持つ実習

【１０月】
・お月見、誕生会・クッキング

５歳児の作ったお団子をお供えして収穫に感謝する

・ツーデーマーチ参加

５歳児で親子でウオークに参加できる希望者

・内科・歯科検診

後期の検診

・菊ともみじ祭り開場式参加

弘前市観光協会主催のオープニングセレモニーで鼓笛演奏をする

・鼓笛フェスティバル

４月から練習を積み重ねてきた鼓笛の発表会（10/1日）

【１１月】
・大根堀り

ジャガイモを掘った後に種まきした大根の収穫

・いも煮会

ジャガイモ、サツマイモ、里芋等調理前と食べるときの芋と比べてみる

・浅虫水族館遠足

鼓笛でがんばったご褒美遠足

・七五三・誕生会
・中弘南黒地区
「青少年赤十字の集い」
・鳥井野荘老人ホーム訪問

七五三の由来を知り理事長先生に祝詞をあげてもらい、成長を祝う
幼、小、中、高の年齢を超えた集い。体験発表やゲームをみんなで楽しむ
老人ホーム訪問。劇や鼓笛をする

【１２月】
・クッキング

作品展用のクッキー作り (4. ５歳児)

・作品展・バザー

春からの観察画や、思い出の行事を取り上げて作った作品を展示。成長の記録を観ていただく

・ディサービスふれあい

老人ホーム訪問。劇や鼓笛をする

・園内研究保育・参観日

後期園内研修。前期と比べてどのように成長したかを発表する保育

・クリスマス・誕生会

子ども達にプレゼントを持ってサンタクロースがやってくる。

・もちつき・クッキング

杵と臼で餅つきを経験する。５歳児杵つきを体験する。丸めた餅は雑煮にしていただく

・御用おさめ

【１月】
・お茶会

新年初のお茶会。挨拶の仕方、お菓子のいただき方、お茶の飲み方を学ぶ

・鏡開き・誕生会（異年齢交流）

お供え餅を水で戻し、焼いてきな粉やお汁粉でいただく
子供会の小学生とゲームや雪遊びをして交流を持つ

【２月】
・小学校見学・節分祭・誕生会

就学児が小沢小学校に授業風景、校内見学に出かける。大本の守り神様の大切な行事に老人を招いて豆まきをする

・スイミング参観日

ヤクルトスイミング主催の後期参観日

・お遊戯会

オペレッタ、遊戯、劇、毎日の生活を通して１年の成長を発表する

・総合避難訓練

後期総合訓練。通報、消化、放水訓練をする

【３月】
・雛祭りお茶会・誕生会

お雛様の前に敷かれた、毛氈の上でお抹茶をいただく。

・音楽発表会

保育園でピアノを希望でお稽古している友達の発表会

・お別れ会

４歳児主体に計画して卒園児をお祝いする会

・お別れパーティー

卒園児が在園児のために手作りのお料理をして会食する会

・スイミング体験入校

来年度スイミングに参加希望する子供の体験日

・卒園式

平成28年度44回の卒園式

・子供会老人ホーム訪問

ボランティア大開子供会の老人ホーム訪問

